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大同生命定例研修会 11月１日（火）

　平成23年11月１日に京都税理士会館で行われました第３
回定例研修会に参加しました。今回のテーマは「標準保障
額算定から提案内容の決定」でした。
　私は初参加でしたので、このテーマに沿っての説明がさ
れるのかと思っていましたが、いきなりの事例問題解答に
戸惑ってしまいました。第３回目とのことですので、既に
他の参加者の方々は容易に事例問題（企業防衛準備資金及
び役員退職慰労準備資金の算定）を解答されていたようで
した。
　各自20分程度の時間を掛けて事例問題を解いた後に数名
の方が発表されました。その内容をお聞きして色々な考え
方に基づいて算定がされていることを習得しました。当然
のことながら関与先それぞれの事情の下にその事情を知り

尽くした税理士がリスク対策を指導することは大事なこと
だと痛感しました。ある先生が自動車を運転する人は自動
車保険に加入するのは当然なことであるのと同じように事
業経営を行う経営者は事業保険に加入するのは当然のこと
であると言っておられました。この研修会で最も頭に残っ
た言葉でした。
　この業界で長く仕事をさせて頂いていますが、関与先へ
の保険の紹介は数える程度でしたので、この研修に参加し
たことを機に、より深く保険内容等を習得し、保険指導に
当たって行きたいと考えています。
　次回以降の定例研修会にもぜひ参加し、スキルアップを
図りたいと思います。参加経験の無い皆様もお試しになっ
てはいかがでしょうか。

 中京支所　田尻　泰子

第３回

「定例研修会」に参加して

支部連
京税協共催 新春講演会
支部連主催 新年祝賀会

場　所：ウェスティン都ホテル京都
講演会：15：30より 　祝賀会：17：30より

開催日：平成24年１月13日（金）
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11月１日（火）

　平成23年10月14日（金）に事業推進協議会が開催されま
した。当組合の提携企業66社のうち34社が参加し、今後の
事業推進に向けた活発な意見が交わされました。
　協議会終了後は、京都ロイヤルホテル＆スパに会場を移
し、懇親会を開催いたしました。例年とは趣を変え、立食
スタイルで行われましたので、提携企業同士も交流が深ま
り、意義ある宴席となりました。

　平成23年10月28日（金）、リーガロイヤルホテル京都にて第
16回大同生命保険推進協議会を開催いたしました。
　名古屋・東海・北陸・京都の各税協・税協連と大同生命
が一堂に会し、各税協の実績や施策の紹介、大同生命から
の報告並びに各税協から寄せられた要望や質問への回答が
行われました。
　協議会終了後の懇親会では、祗園「岡あい」の舞妓・芸
妓の流麗な舞が披露され、雅やかな雰囲気のもとに懇親を
深めました。
　翌日は、秋晴れの絶好のコンディションのなか、懇親ゴ
ルフコンペが城陽カントリー倶楽部で開催されました。

提携企業 事業推進協議会

　第16回　大同生命保険推進協議会

事業委員会

保険第一委員会

場　所：ウェスティン都ホテル京都
講演会：15：30より 　祝賀会：17：30より

開催日：平成24年１月13日（金）
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　平成23年10月５日（水）に久美浜カンツリークラブにおいて開催されました。当日はあいにくのお天気でしたが、両丹５
支部と京税協よりの参加を含めて30名が親睦を深めました。

第18回両丹５支部親睦ゴルフコンペ

　平成23年９月15日（木）に、第15回京税協・日生共催代理店
ゴルフコンペが、ジャパンエースゴルフ倶楽部において、日
生の幹部の方を交えて31名が参加し盛大に開催されました。

京税協・日生共催代理店ゴルフコンペ

　平成23年９月21日（水）、京
都税理士会館において支所合
同推進協議会が開催されまし
た。各支所長の他、副支部長
にもご出席いただき、組合事
業についての説明や、各支部
における組合PRの実施依頼、大同生命の総合事業保障プ
ランにおける推進実績の報告・新年度施策などが説明され、
各項目について協議が行われました。

支所合同推進協議会

　平成23年９月29日（木）、京
都税理士会館において、支所
情報化担当者会議・支所会計
担当者会議がそれぞれ開催さ
れました。各支所より情報化・
会計担当者にご出席いただき、
情報化担当者会議ではweb上での行事予定入力や弔事連絡
メールの操作方法などの説明、会計担当者会議では支所経
理等に関する説明が行われました。

支所情報化担当者会議・支所会計担当者会議

保険第二委員会

総務委員会保険第一委員会

地区連絡委員会
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　全税共第26回全
国統一キャンペー
ンが平成23年９月
～11月に実施され
ることに伴い、下
記に記載した全税
共参加生命保険会社との間で、キャンペーン内容や業務推
進について個別業務推進協議会が開催されました。

全国税理士共栄会（全税共）参加
生命保険会社との個別業務推進協議会

８月30日㈫ 日本生命保険相互会社

９月９日㈮ AIGエジソン生命保険株式会社

９月14日㈬ 明治安田生命保険相互会社

９月20日㈫ 朝日生命保険相互会社

９月28日㈬ 第一生命保険株式会社

個 人 団 体

優　勝 林　　伯学
（峰山支部） 峰山支部

２　位 本間　　憲
（園部支部） 福知山支部

３　位 細川　浩史
（大同生命）

京税協・宮津支部
合同

保険第二委員会
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～御池麩屋町　京税協でほっこり～

た いむ御麩
お

ふ

　マラソン大会に出場しているといろ
んな経験をします。
　昨年６月の隠岐の島ウルトラマラソ
ン（50キロの部）では、雷鳴とともに落
雷、そして突風大雨です。「大会が中
止になるのんとちゃうか」と思ったぐ
らいです。そんな気象条件の中でも給
水所の地元中学生スタッフが吹き飛ば
されそうになりながら、一生懸命働い
ているのを見て目頭が熱くなりました。
　だいたいは楽しい経験なのですが、
今までで一番参ったのは、これも昨年
の10月、三重県多気町天啓の里をスタ
ートゴールにする “ウイニングランの
フルマラソンにチャレンジする会” に
参加したときのことです。
　この大会はウイニングランという走
友会が主催する「どこで見つけたん？」
と言うような小さな大会

4 4 4 4 4

で、大会要項
には、「一般道路を利用した練習会形
式のため、交通ルール厳守」と書いて
ありました（もっとも、そのコースに
信号は１つしかなかったのですが）。

　スタートとともに、ほとんどのラン
ナーが猛然と走り出して、あっという
間に私は最後尾のグループになってし

まいました。しかも、起伏が結構あっ
てきつい！小さくとも侮れない、レベ
ルの高い大会だったのです。ビリにな
りたくないと真剣に追走しました。
　折り返しまでは前を行くランナーを
追い越したり、それなりに調子が良か
ったのですが、この後えらいことにな
りました。何せ参加者が少ないので、
25キロ過ぎからはもう誰にも出会わず
一人ぼっちです（沿道の応援はもちろ
んありません）。突然、コースが合っ
ているのかどうかが判らなくなりまし
た。「こんなとこ通ったかいな？」往
路と復路では同じ道でも見える景色は
違うのです。「ゴールに辿り着けるや
ろか？」もう不安いっぱいです。でも
自分を信じるしかありません。35キロ
の給水所を見つけた時には、「道、合
うてた！」力が抜
けました。たった
一人の給水スタッ
フにコースを確認
してもう一頑張り、
ヨレヨレになりな
がらも、何とかゴ
ール（４時間16分
42秒、25人中15位）
しました。
　直後、足が痙攣
してその場でダウ
ンです。散々なレ
ースだったのです
が、妙な達成感が
あり、「でかした！
３分前の私」と自
分を褒めたくなり
ました。

コースがわからない！ 上京支所　有 田 行 雄

スタート

10キロ付近

22キロ付近

ゴール
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思い出の旅行記、趣味体験記、好きな人物（歴史、スポーツetc）、

などなど自由に寄せてください！
新シリーズが始まりました！

　カジノが大好きです！ラスベガスは
無論、韓国のソウルやマカオ、先日も
シンガポールに最近出来たカジノ付き
ホテルに行って遊んできました。
　とは言え、何度も本格的カジノを海
外で楽しむのは難しい私、以前に友達
に連れてもらった西京極の「POOL 
BLOW」というダイニングバーで食
事とカジノの擬似体験を楽しむのが最
近の憩いの時間です。
　仕事帰りに同好の友達と一緒にお店
に行き、イタリア料理やスペイン料理
を軽くいただき、併設のアミューズメ
ント施設でルーレットやブラックジャ
ックをやっていると、時間はあっとい
う間に過ぎていきます。
　残念ながら（？）本物のカジノのよ
うに換金は出来ませんが、この大人の
ゲームセンターに、興味を持った友達
やお客さんを連れて行くと、みんな私
と同様にその魅力にハマっています
（笑）。

気分はラスベガス 中京支所　久 徳 健 治

編集長のひとこと

　「御麩たいむ」いかがだったでしょうか？ほっこりしていただけましたか？
　これまでのシリーズ「私のいる風景」を終了させていただき、新シリーズ「御麩たいむ」を今号より始めさせていただきまし
た。まずシリーズの名前「御麩たいむ」ですが、勘がよいみなさまならもうお分かりですよね。組合のある場所が「御池通麩
屋町上る」にあるので「御池通」の「御」と「麩屋町」の「麩」を取り英語の「off  time」にかけてシリーズタイトルに決定し
ました。仕事の合間に読んでいただいてほっこりしていただければと思っております。
　組合員のみなさまのページですのでお寄せいただく内容はなんでも結構です。旅行記、趣味、特技などなど。また文章だけで
なく、ご自慢の写真をギャラリーとしてまた、絵画・書・俳句・短歌などの披露の場として活用していただければと考えております。
　また、好評のシリーズ「とっておきのお店」（10ページに掲載）もちょっぴり新しくなりました。今までは飲食店ばかりで
したが、飲食に限定せず小物屋、花屋、持ち帰り専門のお店、ずっと行きたかった気になっているお店など範囲を広くしまし
た。取材をしていただくので取材制限や無理な場合などがあって、依頼の組合員の方に苦労をおかけすることがあるかもしれ
ませんが、ご協力をよろしくお願いいたします。
　これからも、愛される組合報を目指して広報委員一同頑張ります！！
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シリーズ

洛バスに乗って

京都駅前発

↓
洛バス西

廻り

発売当日限
り有効

乗車券乗車券乗車券乗車券

11.11.25

路線バスのたび

のアーケードにたどり着く。以前「京税協ニュース」で紹
介されたこの商店街の呼び名は安倍晴明の陰陽師ブームに
より晴明神社表参道の看板が随所に掲げられていたが、今
はどこにも見当たらない。その晴明神社に入ってみると昔
のひっそりとした神社とは違い、社は美しくなり周辺に広
大な駐車場があり、社の内外には陰陽師グッズを売る土産
物屋が立ち並んでいる。ブームは今なお続いていると思わ
れ、若い女の子たちが周辺を華やかにしている。この神社
と反対側にある「一条戻り橋」は平安京の北のはずれに位
置し、死者を埋葬するところすなわち黄泉の世界との境と
して平安時代には様々な奇怪伝説を生んだ場所である。今
は訪れる人もなくひっそりと、ただ堀川の流れの一つの橋
として千年以上にわたって人や車が通行している。

　洛バスの次のバス停今出川大
宮周辺は、応仁の乱の西軍の本
陣であった場所である。今は京
都市考古資料館として、京都の
原始の時代から平安時代を経て
近代に至るまで各時代の遺構や
遺物を発掘調査して展示公開し
ている。中でも目に付いたのが
伏見区淀（長岡京跡）で発掘さ
れた数百点の人面墨書土器であ
る。京都市埋蔵文化財研究所は、

　京の都を楽（らく）
に楽しく「洛（らく）
バス」に乗って市内
の世界文化遺産や歴
史的建造物を観光し
よう！というキャッ
チフレーズにより京
都市交通局が発案し

た観光バスが洛バスである。洛バスは洛東、洛中、洛西系
統の三路線がある。今回の「路線バスのたび」は洛西廻り
の路線に乗ることにした。
　京都駅前を発車したバスでいきなり、「只今通っている
大通りは『烏』と『丸』と書いて『からすま通り』と言います」
との案内があった。また、車内案内は日本語はもちろん英
語、中国語、ハングル語と日本に観光に来る外国人のニー
ズにあったものになっている。今日、観光地を廻った所で
はおおむね上記外国語が通じることに感心したものである。

　バスは、この路線最初の世界遺産である二条城前に着い
た。他の観光客と一緒に見慣れた城門を50年ぶりに潜り、
当時とあまり変わっていない大名の拝謁人形や狩野探幽が
描いたとされる襖の松の絵などが脳裏によみがえった。当
時、二条城は信長の嫡男信忠が本能寺の変で自害した場所
と思っていたが、その二条城は室町下立売あたりにあった
らしい。今の二条城は、家康が京都御所の守護と将軍上洛
の際の宿舎として造営し、家光が伏見城の遺構を移して完

成したもので、慶喜
の大政奉還により朝
廷のものとなった。
　城を後にし、次の
観光地堀川今出川ま
でぶらぶらと歩いて
行こう。堀川通を北
に行くと堀川商店街 人面墨書土器（京都市埋蔵文化財研究所所蔵）
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▼ 広報委員　間 嶋 利 行

この人面墨書土器の人気投票
を行った。結果は新聞紙上に
発表されたので知っている方
もいるだろうが、人気ナンバ
ーワンになった人面墨書土器
の写真を載せておく。人面墨
書土器とは、悪霊などけがれ
を土器に吹き込み川に流して
災いを防いだそうである。
　西陣跡地から一条通大将軍
へと歩いた。一条通りは百鬼
夜行絵巻の舞台となった通り
で、道具類が妖怪に化けて行
進したとのことだ。街おこし
の手段として「妖怪ストリー

ト」と名付け各店に怪しげな妖怪が置かれている。妖怪ラー
メンと書かれた看板があったが昼食を済ませた後だったた
め遠慮しておいた。この商店街の中央に「大将軍八神社」
があるが、この大将軍とは武士の将軍のことではなく陰陽
道の星神「大将軍」を祀ったものだそうだ。
　北野天満宮前から白梅町を通り、洛バス最大の見せ場２
番目の世界遺産である金閣寺で下車の予定であったが「京
税協」第132号（本年１月発行）の表紙「元旦の金閣寺」
の撮影で訪れたため、次の３番目の世界遺産である大徳寺
で下車した。ここで万歩計を見ると２万歩を超えているで
はないか。広大な大徳寺境内はそこそこにして、大徳寺門
前で税理士事務所を開いている40数年来の友人のところへ
飛び込んでお茶と昔話で休憩を取った。旅の終わりの土産
をと「大徳寺納豆」を買って、洛バス終着駅北大路バスター
ミナルに到着した。
　夕食に「大徳寺納豆」を食べたが「名物にうまいもの…」

中小企業による
中小企業のための金融機関

京都支店　TEL：075（361）1120
〒600-8421　京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1
（最寄り駅　地下鉄烏丸線四条駅）
http://www.shokochukin.co.jp/
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　とっておきのお店 ─飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

名物屋台ジュエリー
ショップ

スポーツ、
レジャーの店

かわいいお花屋さん ペットショップ 雑貨ショップ おもしろい体験工房

大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！

NEW ─

大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！
大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！
大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！
大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！

　私の事務所から少し歩いたところに
「永楽屋 細辻伊兵衛商店」という「町
家手拭」のお店があります。
　江戸初期に創業された歴史あるお店
で、現在の永楽屋は、14代細辻伊兵衛
氏により、先人の遺産である明治初期
から昭和にかけての手拭を復刻し、「永
楽屋 細辻伊兵衛商店」として再開さ
れたものです。

　堀川北山から西へ徒歩約２分、アー
トフラワーのお店「ｎｏｎａ」さんを
ご紹介します。ガラス張りの明るい店
内には、本物と見間違うような色とり
どりの美しい花々が咲いています。
　プリザーブドフラワー（生花を長期
間保存できるように特殊加工した花）
や花器、装飾用資材も豊富に取り揃え
てあります。

　アートフラワーは自由に彩色できる
他、土や水を必要としないのでデザイ
ン性の高い花器に飾ることが可能なの
だそうです。３Ｄ的に濃淡をつけたコ
スモスをモダンな花器に合わせるなど、
そのセンスの良さ、クオリティの高さ
からは「単なる造花ではなく、生花以
上に美しい芸術的空間をプロデュース
したい！」という店主の熱い思いが伝
わってきます。
　映画の撮影用に桜や紅葉などの大き
な樹木も受注販売されているとか。
　お花は日常の生活に彩りと癒しを与
えてくれる存在。ご家族や大切な方に
枯れないお花のプレゼントはいかがで
すか。

　一歩入ると、まるで手拭博物館。型
友禅の技法により、彩り豊かに染めら
れた多種の手拭の復刻版が、所狭しと
並んでいます。
　商品はすべてmade in Japanで、布
作りから仕上げまで丁寧に行われてい
ます。
　古いけれどもどこか斬新で、お店の
人曰く「ハンドバッグに入れても大丈
夫な手拭」だそうです。
　２階には、手拭ギャラリーがあり
代々受け継がれてきたものづくりへの
思いを感じることが出来ます。
　烏丸御池からすぐ近くです。ちょっ
とした気分転換にもお奨めです。

nona
京都市北区紫竹下芝本町27

ＴＥＬ　075-494-3535
営業時間　 ９：30～20：00（月～土）

11：00～18：00（日・祝）
定休日　毎月第二日曜日・年始
ＵＲＬ　http://www.nonaco.jp/

nona 郵
便
局

消
防
署

堀
川
通

大
宮
通

北
山
通

紫
竹
西
通

船
岡
東
通

猪
熊
通

北大路通

北山通

今宮神社

大徳寺

永楽屋
細辻伊兵衛商店

室
町
通

烏
丸
通

姉小路通

三条通

御池通

RAAK 6番
出口

4-1番
出口

市
営
地
下
鉄
烏
丸
御
池
駅

永楽屋 細辻伊兵衛商店
中京区室町通三条上ル役行者町368

ＴＥＬ　075-256-7881
営業時間　 11：00～19：00

定休日　無休
ＵＲＬ　http://www.eirakuya.jp/

nona

上京支所　馬塲佳代子

永楽屋 細辻伊兵衛商店

中京支所　小林由香
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　とっておきのお店 ─飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

大同チャリティーゴルフコンペ
平成24年4月20日㊎
蒲生ゴルフ俱楽部

第48回

京税協・支部連・厚生会共催／大同生命協賛

平成24年４月８日㊐～９日㊊
親睦旅行 うまかもん巡り

行き先　博多方面

詳細は次号に
掲載いたしま
す。奮ってご
参加ください。

詳細は改めてご
案内いたします。
奮ってご参加く
ださい。

福利厚生事業

平成24年４月16日㊊
第８回 会館記念講演

講　師　中京大学教授 武田邦彦先生

詳細は改めてご
案内いたします。

研修委員会
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

平成23年
９・21 正副理事長会
９・26 出版委員会（税務便覧校正作業）
９・28 第一生命との個別業推協議会
９・29 支所会計担当者・情報化担当者会議

９・29
研修・実務講座「消費税の仕組みと実務第４回」（全５回）
　講師：田中久代先生
　参加：57名

10・３ 研修委員会（第40期研修委員会の運営について）
10・４ 平成23年第２回定例研修会

10・５
両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　久美浜カンツリー倶楽部
　参加：30名

10・６
研修・実務講座「消費税の仕組みと実務第５回」（全５回）
　講師：田中久代先生
　参加：57名

10・11 日本税理士協同組合連合会第16回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・13
研修・短期講座「平成23年改正消費税法」
　講師：金井恵美子先生
　参加：195名

第４回理事会
　平成23年度第４回理事会を10月26日（水）午後３時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事45名　監事５名　相談役３名
【決議事項】
第１号議案　組合加入承認の件
　次の個人28名、法人２社、賛助会員16名がそれぞれ加入承認
された。承認の結果、個人組合員は1,268名、法人組合員69社、
出資金額１億958万円、賛助会員240名となった。 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○石川泰三（右京）　○猪子幸男（左京）　○谷口　彰（下京）
○佐川貞夫（宇治）　○福田正己（下京）　○藤田和久（右京）
○川中保男（伏見）　○瀬尾一男（舞鶴）　○藤岡堅太（園部）
○中澤喜晶（伏見）　○成田康宏（宇治）　○淵田博宣（下京）
○平井直文（伏見）　○野口晋司（中京）　○平岩倉一（中京）
○前田佳子（中京）　○滝本　武（宇治）　○冨田孝司（峰山）
○中村一郎（中京）　○阪江彦太郎（宇治）　○横井　勝（伏見）
○平井一範（中京）　○加来　昇（下京）　○田間郁子（上京）
○長留佳織（右京）　○岩永　愛（左京）　○井谷吉宏（中京）
○田尻泰子（中京）
（法人組合員）
○京都総合税理士法人（上京）
○税理士法人キーストーン（中京）
（賛助会員）
○中村英生（下京）　○安田　徹（上京）　○阿戸能貴（伏見）
○池田拓史（上京）　○美濃部由貴（右京）　○山元陽一郎（右京）
○林田士郎（右京）　○新納麻衣子（中京）　○松本和也（中京）
○枡井　博（中京）　○岩田洋明（中京）　○竹下圭代（右京）
○俣野　剛（園部）　○橋中朋子（中京）　○加賀泰行（下京）
○田村　浩（下京）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　賛助会員を脱退された次の５名の会員について、功労金を支
払うことが承認された。（脱退日順・敬称略）
○杉本典生（右京・死亡）
○船越健二（福知山・業務廃止）
○髙橋正明（その他・業務廃止）

○石原慎一郎（下京・東支部へ転出）
○田尻泰子（中京・組合員へ移行）
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事日程
　③支所会計担当者・情報化担当者会議開催報告
広報委員会
　・京税協ニュース第134号発行報告
地区連絡委員会
　①11月15日全税共ゴルフコンペ申込状況について
　②11月25日両丹懇談会開催について
　③来春厚生行事について
その他
・組合PR会場分担金支給要領について
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
　①定例研修会（10月４日）開催報告
　②キャンペーン協力要請の個別訪問実施報告
　③10月28日大同生命保険推進協議会（京都開催）について
　④11月25日両丹協議会の開催について
保険第二委員会（全税共ほか）
　①全税共参加生保との個別業務推進協議会開催報告
　②第26回全国統一キャンペーン施策について
（事業部門）
事業委員会
　①10月14日　提携企業事業推進協議会開催報告
　②平成24年版「提携企業便覧」制作について
　③平成23年分税務便覧の申込状況について
出版委員会
　・平成23年分税務便覧の制作状況について
研修委員会
　①各研修講座の開催状況について
　②第８回会館記念講演について
　③第１回両丹web研修（11月17日）について

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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京都市からのお知らせ

10・14 地区連絡小委員会（一泊旅行について）
10・14 正副理事長会

10・14 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）　事業推進協議会
　参加：34社47名

10・14
研修・勉強会「税務に影響を与えた裁判事例第２回」（全５回）
　講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
　参加：33名

10・14 AIGスター生命表敬訪問

10・20
研修・短期講座「親子会社に係る税務」
　講師：岸田光正先生　
　参加：167名

10・20 全国税理士共栄会第37回定期総会出席
　於　京王プラザホテル札幌

10・22 事務局職員慰安旅行（～23）
10・25 朝日生命表敬訪問
10・26 正副理事長会・常務理事会・理事会

10・28 第16回大同生命保険推進協議会（当番：京都）
　於　リーガロイヤルホテル京都

10・31 総務小委員会　情報化担当（ウェブサイト改定について）
11・１ 平成23年第３回定例研修会
11・２ 広報委員会（第135号編集割付）

11・２
研修・短期講座「バランス・スコアカードの基礎講座」
　講師：中小企業診断士　伊藤一彦氏
　参加：127名

11・10 法規委員会（旅費規程の見直しについて）

11・11 広報委員会（第135号ゲラ校正）

11・15
第47回全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ京都大会
　於　蒲生ゴルフ倶楽部
　参加：95名

11・16 事業委員会（事業推進協議会開催報告）

11・16 広報委員会（第135号ゲラ再校正）

11・17

研修・短期講座「法人の解散と清算の税務と実務対応」
　講師：植田　卓先生
　参加：228名
　web研修参加：45名（11/16現在の申込人数です）

11・18 保険第二委員会（全税共第26回全国統一キャンペーン
表彰式・祝賀パーティー開催要領について）

11・18 出版委員会（税務便覧制作上の問題点及び今後の検討課題について）

11・18
研修・勉強会「税務に影響を与えた裁判事例第３回」（全５回）
　講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
　参加：33名

11・24
研修・短期講座「年末調整の仕方について」
　講師：藤原智緒先生
　参加：80名（11/16現在の申込人数です）

11・25 正副理事長会

11・25

両丹協議会・両丹支所組合員との懇談会
（大同生命によるセミナー）（各部門報告）
　於　舞鶴グランドホテル
　参加：64名（11/16現在の申込人数です）

11・25 「京税協」第135号発行

■平成24年度償却資産の申告について

◆提出期限
　平成24年１月31日（火）

◆提出先
　〒604-8171
　京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１
　京都市行財政局税務部資産税課　
　償却資産担当（TEL 075-213-5214）
※平成22年４月１日より、取扱窓口が変更になりました
ので、ご注意ください。

◆対象資産
土地・家屋以外の事業用資産で減価償却の対象となるも
の。ただし、自動車税及び軽自動車税の課税客体となる
ものについては除外されます。

◆家屋の所有者以外の者が取り付けた家屋の附帯設備について
テナント（家屋の所有者以外の方）が、事業の用に供す
るため、平成16年４月１日以後に取り付けた家屋の内装
や建築設備などの附帯設備については、テナントから償
却資産として申告いただく必要があります。

◆中小企業等の損金算入の特例について
租税特別措置法の規定により取得価額10万円以上30万円
未満の少額資産を一時に損金算入された場合も、償却資
産の課税客体となりますので、申告が必要です。

◆電子申告について
eLTAX（地方税ポータルシステム）により、所定の手
続きにしたがって、インターネット上から申告データを
送信していただく方法です。
※初めて電子申告を行う場合は、電子証書等を取得され
たうえで、eLTAXのホームページから利用の届出を
行い、事前に地方公共団体の審査を受けていただく必
要があります。

ご質問の内容 お問い合わせ先

技術的なご質問
（利用届出や申告
方法の手続等）

サポートデスク
→（一般電話・携帯電話）0570-081459
→（IP電話やPHSなど）03-5765-7234
地方税ポータルシステムのホームページ
→http://www.eltax.jp/

申告内容に関する
ご質問

京都市行財政局税務部
資産税課償却資産担当
→（電話）075-213-5214
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　平成20年の直木賞受賞作「利休にた
ずねよ」。「たずねよ」って何を？とタ
イトルに惹かれて読み始めた。
　物語はまず利休の切腹から始まる。
そしてだんだんと時をさかのぼり、若
かりし日の利休の恋に至る。読み進め
るうちに利休という人物の謎が浮かび
上がってくる。鍵となるのは利休が大
切にしている美しい緑

りょく

釉
ゆう泫
の香合。秀

吉が高い値をつけても利休は決して手
放そうとはしない。それは何故か。
　利休の審美眼は半端ではない。利休
が美しいといえばそれは美しいのであ
る。その研ぎ澄まされた美的感覚の原
点は、若かりし頃の結ばれなかった恋
にあった。70歳を迎えてなお、19歳の
ときに愛し、死なせてしまった女人を
いつも心に住まわせている。その女人
に茶を飲ませることだけを考えて茶の

湯に精進してきた。妻の宗恩は、利休
にまるで茶道具のように大事にされて
は来たが、利休の心がいつもどこかへ
向いていることを敏感に感じ取る。
　緑釉の香合のかつての持ち主はさら
われて来た高麗の貴人の娘だった。捕
らわれの身となっても、気高さを失わ
ない娘の美しさに19歳の利休は恋を超
えた畏怖すら抱く。彼女とともに高麗
への逃亡を図るが追い詰められ、彼女
を殺して自分も死のうとする。だが利
休は死に切れず、彼女への想いだけが、
生涯利休の心の中で生き続ける。
　物語は最後にまた利休切腹の日に戻
る。利休の死を見届けた宗恩が、緑釉
の香合を投げつけ、粉々に壊れるシー
ンで幕を閉じる。
　秀吉、宗恩、家康、細川忠興、石田
三成などなど、章ごとに主役と背景と
なる場所が入れ替わる。小説でありな
がら、テンポの良い映画を見ているよ
うな気分になった。今まで想像してい
た茶人としての利休とはまた違った、
静かで熱い利休が身近に感じられた。
　戦国最大のミステリーとされる利休
切腹の謎。切腹が命じられた理由は、
大徳寺山門に安置された利休の木像が
不敬であること、そして、茶道具を法
外な高値で売りさばいていることであ
ったといわれる。だが、それらはあく
までも口実に過ぎず、茶室という密室
の中で、家康などの有力大名との絆を
深めていく利休に、秀吉は危惧を抱い
ていたからだとも考えられる。とはい
え、秀吉は利休が詫びれば許すつもり
だったのに、利休は最後まで謝ろうと
はしなかった。
　「利休よ。おまえはなぜ死を選んだ
のじゃ。」とたずねたかったのは、ほ
かならぬ切腹を命じた秀吉自身だった
のかもしれない。
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1 一条戻り橋。秀吉の命で利休の木像はここで処刑され、その後切腹した利休の首が晒されたという。
2 楽家屋敷。後に楽家初代となったあめや長次郎と利休の出会いが楽茶碗を生み出した。
3 大徳寺金毛閣。利休が寄進した二階に利休像が安置されていた。
4 大徳寺にはなぜか猫が多い。
5 大徳寺高桐院の庭。高桐院には、秀吉が欲しがったのを断るために、利休がわざと壊したと伝わる灯篭がある。
6 北野天満宮。九州平定と聚楽第の竣工を祝って、秀吉により北野大茶会が開かれた。
泫 緑色の釉薬（うわぐすり）を掛けた香料を入れる陶磁器
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